
しゅしょく 牛乳 おかず

1 木

日 曜
こんだてめい エネルギー

タンパク質

しょくひんのしゅるい

おもにからだをつくる おもにからだのちょうしを ととのえる おもに エネルギーになる

ちゃめし おでん うずらのたまご 牛乳 にんじん だいこん　コーン こめ　むぎ ごまあぶら 605

こまつなあえ ちくわ　つみれ こんぶ こまつな キャベツ　みかん さといも　こんにゃく

みかん はんぺん わかめ さとう 21.8

2 金

1 木

じごなうどん にくうどんつけじる ぶたにく 牛乳 にんじん　こまつな たまねぎ　ねぎ じこなうどん あぶら 640

こざかないりまつばいも なると のり ねぎ(あおいぶぶん) キャベツ さつまいも

いそかあえ にぼし ほうれんそう さとう　はちみつ 24.1

2 金

5 月
むぎごはん こまつなのみそしる あぶらあげ 牛乳 にんじん　こまつな たまねぎ　きゅうり こめ　むぎ あぶら 617

わふうハンバーグ ハンバーグ ひじき ほうれんそう だいこん さとう

ほうれんそうサラダ ツナ　みそ 22.5

6

5 月

火
むぎごはん わかめスープ ぶたにく 牛乳 にんじん　こまつな たまねぎ　ねぎ こめ　むぎ ごまあぶら 626

ぶたキムチいため わかめ ねぎ(あおいぶぶん) はくさい　もやし さとう ごま

ヨーグルト ヨーグルト にら キムチ　しょうが 22.6

6 火

7 水
むぎごはん チキンカレー とりにく 牛乳　ﾁｰｽﾞ にんじん　トマト たまねぎ　セロリ こめ　むぎ あぶら 675

かいそうサラダ いか かいそう りんご　きゅうり じゃがいも ごま

ぎゅうにゅうかん ひじき キャベツ　みかん さとう 24.4

8 木

7 水

くろパン ポークビーンズ ﾍﾞｰｺﾝ　ﾊﾑ 牛乳 にんじん　トマト たまねぎ　キャベツ くろパン あぶら 657

アンサンブルエッグ ぶたにく　だいず チーズ グリンピース きゅうり じゃがいも ごまあぶら

ちゅうかサラダ ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙｴｯｸﾞ はるさめ　さとう 26.1

8 木

9 金
むぎごはん かみなりじる ぶたにく 牛乳 にんじん たまねぎ　しいたけ こめ　むぎ あぶら 725

さんまのかばやき とうふ　たまご ねぎ(あおいぶぶん) ねぎ　キャベツ かたくりこ

おひたし さんま　かつおぶし ほうれんそう もやし さとう 27.6

12 月

9 金

わかめごはん しげただじる とりにく 牛乳 にんじん ごぼう　だいこん こめ　むぎ　さとう ごま 737

さばのしおやき さば わかめ こまつな きゅうり　コーン しらたまもち ごまあぶら

こまつなサラダ　みかん みそ みかん さといも　こんにゃく 25.0

12 月

13 火
むぎごはん じゃがいものそぼろに ぶたひきにく 牛乳 にんじん たまねぎ　たけのこ こめ　むぎ あぶら 637

あつやきたまご たまご グリンピース しいたけ　もやし じゃがいも　さとう アーモンド

アーモンドあえ ほうれんそう キャベツ かたくりこ 23.9

14 水

13 火

むぎごはん ぶたにくとだいこんのにもの ぶたにく 牛乳 にんじん　いんげん だいこん　ねぎ こめ　むぎ あぶら 686

かぼちゃコロッケ さつまあげ ねぎ(あおいぶぶん) しょうが　キャベツ こんにゃく　さとう

からしあえ かぼちゃ　ほうれんそう もやし こむぎこ　パンこ 22.3

あつぎり食パン シーチャウダー ﾍﾞｰｺﾝ　ﾂﾅ 牛乳 にんじん たまねぎ　きゅうり あつぎり食ﾊﾟﾝ あぶら　バター 681

いちごジャム ﾐｰﾄﾎﾞｰﾙｹﾁｬｯﾌﾟあえ(3) あさり　いか くきわかめ パセリ コーン いちごｼﾞｬﾑ　こむぎこ ごま

くきわかめのサラダ ほたて　ﾐｰﾄﾎﾞｰﾙ じゃがいも　さとう ごまあぶら 27.8

16 金

14 水

15 木

ホットちゅうか ごまみそラーメンつけじる ぶたひきにく 牛乳 にんじん　こまつな たまねぎ　きゅうり ホットちゅうか あぶら 720

16 金 にくまん みそ ほうれんそう　にら コーン　もやし　ねぎ こむぎこ ごま16 金

ほうれんそうのナムル ハム ねぎ(あおいぶぶん) もやし　しょうが　にんにく さとう ごまあぶら 26.3

16 金

19 月
むぎごはん とうふとわかめのみそしる とうふ　みそ 牛乳 ねぎ(あおいぶぶん) ねぎ こめ　むぎ あぶら 614

19 月 ﾚﾊﾞｰいりとりつくね(2)　みかん あぶらあげ わかめ にんじん きりぼしだいこん さとう19 月

きりぼしだいこんのいりに ちくわ いんげん みかん 20.8

火

19 月

20

バターロールパン ポトフスープ　おんやさいｻﾗﾀﾞ ウインナー 牛乳 にんじん キャベツ　たまねぎ ﾊﾞﾀｰﾛｰﾙﾊﾟﾝ　じゃがいも あぶら 740

火20 とりにくのからあげ(2) とりにく ブロッコリー カリフラワー かたくりこ　ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ火20

クリスマスデザート コーン ｸﾘｽﾏｽﾃﾞｻﾞｰﾄ 28.9

火

21 水

20

むぎごはん けんちんじる とうふ 牛乳 にんじん ごぼう　だいこん こめ　むぎ あぶら 661

21 水 さばのみぞれに さば かぼちゃ　 しいたけ こんにゃく　さといも21 水

かぼちゃのいとこに(2) さとう　あずき 24.7

※　材料入荷の都合により、多少献立を変更する場合がありますのでご了承ください。
                                                      給食回数・・・１5回

21 水
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今月の   

長瀞産食材 
さといも 

さつまいも だいこん 長瀞町で採れた野菜！ 

感謝の気持ちを持って、残さ

ず食べよう♪ 

12月20日(火)  

クリスマス・デザート 

出します。お楽しみに♪ 

はくさい 




